
江別市 市長 三好　昇
千歳市 市長 山口　幸太郎
恵庭市 市長 中島　興世

北広島市 市長 上野　正三
石狩市 市長 田岡　克介
当別町 町長 泉亭　俊彦

新篠津村 村長 東出　輝一
渡島 八雲町 町長 川代　義夫
檜山 乙部町 町長 寺島　光一郎

黒松内町 町長 谷口　徹
蘭越町 町長 宮谷内　留雄 副会長

ニセコ町 町長 佐藤　隆一
真狩村 村長 佐々木　和見

倶知安町 町長 福島　世二
共和町 町長 山本　栄二

赤井川村 村長 赤松　宏
京極町 町長 山崎　一雄

岩見沢市 市長 渡辺　孝一
美唄市 市長 桜井　道夫
芦別市 市長 林　　政志
赤平市 市長 高尾　弘明
三笠市 市長 小林　和男
滝川市 市長 田村　 弘
砂川市 市長 菊谷　勝利
深川市 市長 山下　貴史
南幌町 町長 三好　富士夫

奈井江町 町長 北　　良治
由仁町 町長 竹田　光雄
長沼町 町長 板谷　利雄
栗山町 町長 椿原　紀昭
月形町 町長 櫻庭　誠二
浦臼町 町長 山本　要

新十津川町 町長 植田　満
妹背牛町 町長 加藤　榮一
秩父別町 町長 神薮　武
雨竜町 町長 藤本　悟
北竜町 町長 西野　陽一
沼田町 町長 西田　篤正

幌加内町 町長 森谷　廣
旭川市 市長 西川　将人 副会長
士別市 市長 田苅子　進
名寄市 市長 島　多慶志
鷹栖町 町長 佐藤　節雄

東神楽町 町長 川野　恵子
比布町 町長 伊藤　喜代志
愛別町 町長 矢野　宣行
上川町 町長 鈴木　文雄
東川町 町長 松岡　市郎
美瑛町 町長 浜田　哲

上富良野町 町長 尾岸　孝雄
中富良野町 町長 四方　昌夫

剣淵町 町長 佐々木　智雄
美深町 町長 山口　信夫

富良野市 市長 能登　芳昭
和寒町 町長 伊藤　昭宣
下川町 町長 安斎　保
留萌市 市長 高橋　定敏
増毛町 町長 石崎　大輔

石狩

後志

空知
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小平町 町長 横濱　磨
苫前町 町長 森　　利男
羽幌町 町長 舟橋　泰博

初山別村 村長 宮本　憲幸
宗谷 豊富町 町長 工藤　栄光

北見市 市長 神田　孝次
網走市 市長 大場　脩
美幌町 町長 土谷　耕治
津別町 町長 佐藤　多一
清里町 町長 橋場　博

小清水町 町長 林　　直樹
訓子府町 町長 菊池　一春
大空町 町長 山下　英二
置戸町 町長 井上　久男
伊達市 市長 菊谷　秀吉
豊浦町 町長 工藤　國夫
厚真町 町長 藤原　正幸

洞爺湖町 町長 長崎　良夫
むかわ町 町長 山口　憲造
安平町 町長 瀧　　隆
浦河町 町長 谷川　弘一郎
様似町 町長 坂下　一幸
日高町 町長 三輪　茂
新冠町 町長 小竹　國昭
帯広市 市長 砂川　敏文
士幌町 町長 小林　康雄

上士幌町 町長 竹中　貢
鹿追町 町長 吉田　弘志
新得町 町長 濱田　正利
清水町 町長 高薄　渡
更別村 村長 岡出　誠司
足寄町 町長 安久津　勝彦
音更町 町長 山口　武敏
芽室町 町長 宮西　義憲

中札内村 村長 田村　光義
幕別町 町長 岡田　和夫
池田町 町長 勝井　勝丸
本別町 町長 髙橋　正夫
浦幌町 町長 水澤　一廣

弟子屈町 町長 徳永　哲雄
標茶町 町長 池田　裕二

根室 別海町 町長 水沼　猛
北海道 農政部長 西山　泰正 副会長

北海道土地改良
事業団体連合会

会長 眞野　弘 会長

北海道農業協同
組合中央会

副会長 飛田　稔章 監事

北海道市長会 会長 上野　晃

北海道町村会 会長 寺島　光一郎

北海道農業会議 会長 藤野　昭治

北海道開発局
農業水産

部長
内村　重昭 アドバイザー

釧路

日高

十勝

留萌

網走

胆振
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